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------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

◆◇◆ にいはま 男女共同参画メール ◆◇◆ 

 

                                                                新居浜市男女共同参画課 

 

 このメールマガジンは、「男女共同参画社会づくりに関する事業所アンケート」にご回答いただき、 

今後ご協力をいただける事業所のご担当者様に、また、本市の男女共同参画社会づくりにご協力いた 

だける事業所の皆様に定期的に配信させていただいています。 

 

                                     2016.6.1  配信 第 20号 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

＝＝＝◇目次◇＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◇１ 募集＆事業のご案内 

◇２ 制度施策紹介 

◇３ 各種情報 

◇４ 新居浜市イベント情報 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◇１ 募集＆事業のご案内 

 

★第 21回男女共同参画社会づくり推進県民大会の開催について！ 【愛媛県男女参画・県民協働課】 

愛媛県では男女共同参画の推進について、県民等の関心と理解を深めるとともに、男女共同参画の推

進に関する活動が積極的に行われるようにすることを目的として、毎年 6月 17日から 23日までの 1週

間を男女共同参画推進週間「パートナー・ウィークえひめ」と定めております。 

そこで、男女が互いに人権を尊重し、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指し、県

民の皆さんといっしょに考え、ともに実践するための県民大会を開催します。 

  【開催日時】平成 28年6月 21日（火）13:00～15:50（開場 12:00～） 

  【開催場所】ひめぎんホール サブホール（松山市道後町 2丁目 5番 1号） 

  【プログラム】 

１ 愛顔（えがお）あふれる男女共同参画フォトコンテスト 2016 表彰式 

２ 基調講演 「働き方の『カイゼン』で残業削減～仕事と生活の調和のすすめ～」 

講師：渥美 由喜さん（株式会社東レ経営研究所 研究部長） 

        ３ てい談 「働き方改革！～男女がともに輝くために～」 

出演者：渥美 由喜さん（基調講演講師）、桐木 陽子さん（松山東雲短期大学教 

授）、市川 晋さん（株式会社あわしま堂人事課長） 

  【参加申込】はがき、電話、ファックス、電子メールでお申し込みください。当日参加も OKです。 

  【申込先】〒790-8570 愛媛県県民環境部県民生活局男女参画・県民協働課 男女参画グループ 

電話番号 089-912-2332 FAX 089-912-2444 

E-mail danjokyodo@pref.ehime.jp 

【主  催】愛媛県、男女共同参画社会づくり推進県民会議、公益財団法人えひめ女性財団、 

公益財団法人松山市男女共同参画推進財団 

  詳細 ⇒ https://www.pref.ehime.jp/h15200/27kenmintaikai.html 

mailto:danjokyodo@pref.ehime.jp
https://www.pref.ehime.jp/h15200/27kenmintaikai.html
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★｢女性の活躍推進宣言｣を募集しています！  

4月 1日に女性活躍推進法が全面施行され、トップによるイクボス宣言やイクボス企業同盟への加盟企

業・事業所が急増するなど、全国で働き方見直しの取組が加速化しています。 

本市では、昨年度「新居浜市女性活躍等推進事業所認証制度」を創設。｢女性の活躍推進宣言｣を行っ

た事業所を「女性活躍等推進事業所」として認証しており、各認証事業所では積極的に男女ともに働き

やすい職場づくりに取り組んでいただいております。現在、認証事業所は 7事業所。市全体での女性活

躍推進という目標からは程遠い数字です。 

各事業所におかれましては、この取組の趣旨をご理解いただき、市全体で女性活躍推進の機運を高め

るため、積極的なご協力をお願いいたします。 

 【問合せ先】男女共同参画課 ℡：65‐1233 Fax：65‐1255 

       e-mail danjo@city.niihama.ehime.jp 

 ○女性活躍等推進事業所 認証制度の申請のご案内 

  詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html 

 ○女性活躍等推進事業所認証制度の認証事業所 

  詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyoukigyou.html 

 

★次世代ネットワークメンバー募集中！独身男女集合っ！！ 

今の生活に不満はないが何か物足りない、同世代の友達や出会いがほしい、今の自分をちょっと変え

てみたい・・・そんなあなた、一緒にいろんなことをやってみませんか？ 

まなび（ワーク・ライフ・バランスなどについての講座参加）、であい（メンバー同士の交流）を通じ

て、新しい自分を創ってみませんか？ 

たくさんのご応募をお待ちしています！ 

【対象】新居浜市の在住・通勤している入社 10年未満程度の独身男女、18歳から 30歳代まで 

      原則月に 1回の定例会に参加できる方（講師の都合により昼間開催の場合もありますが、

基本的に平日夜間に開催） 

  【申込方法】申込用紙に必要事項を記入のうえ、郵送・ファックス・メールで男女共同参画課まで

送付してください。 

【問合せ先】男女共同参画課 ℡：65‐1233 Fax：65‐1255 

       e-mail danjo@city.niihama.ehime.jp 

  詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/zisedai.html 

 

★男女共同参画の視点でイベントを企画してみませんか？・・・企画募集中！ 

 【公益財団法人 えひめ女性財団】 

えひめ女性財団では、男女共同参画社会づくり推進イベント企画について、皆様のアイデアを募集し

ます。採用された企画は、12月 3日、4日に愛媛県男女共同参画センターで開催される「えひめ男女共

同参画フェスティバル 2016」内で実施していただくことになります。 

テーマや形式等の指定はありません。男女共同参画の視点で、いろんなイベントを企画してみたいと

いう方、応募をお待ちしています。 

 【お問い合わせ・申し込み先】 

    〒791－8014 松山市山越町４５０番地（愛媛県男女共同参画センター内） 

            公益財団法人 えひめ女性財団 

            Tel：089-926-1633 Fax：089-926-1661 

  詳細 ⇒ http://www.ehime-joseizaidan.com/soshiki/2/ibentokikaku.html 

mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyoukigyou.html
mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/zisedai.html
http://www.ehime-joseizaidan.com/soshiki/2/ibentokikaku.html
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◇２ 制度施策紹介 

 

★「Let’s さんかくアプリ～アプリ～男性の家事・育児に向けて～」の配信が始まりました！  

【内閣府男女共同参画局】 

 「男性の家事・育児参画」を進めるための支援アプリです。男性が使うことを想定して、家事や育児

などへの関わり度を記録したり、クイズを通じて知識を増やしたりできるようになっています。取り組

む内容をリスト化して、実際に取り組んだかチェックできるようになっていたり、家事・育児に関する

豆知識が学べるクイズもあります。家族や子どもの成長を記録できるアルバム機能も備えています。ぜ

ひご利用ください。  

  詳細 ⇒ 

http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/ouen/home/menshousework/lets_sankaku.html 

 

★「仕事と生活の調和推進のための職場マネジメントのあり方に関する調査研究」を公表しました！ 

【内閣府男女共同参画局】 

内閣府仕事と生活の調和推進室では、職場環境や上司による人事考課が社員の働き方（例えば、長時

間労働や年次有給休暇等）に与える影響を把握するため、平成25年度に「ワーク・ライフ・バランスに

関する個人・企業調査」を実施。結果として、上司による長時間労働の捉え方（「頑張っている」や「仕

事が遅い」）等が、部下の働き方に影響を与えていることが分かりました。 

これを踏まえ、部下の働き方改革は上司が鍵を握っているとの認識の下、経営者や管理職等による人

事評価や業務管理、人材育成といったワーク・ライフ・バランスの推進に向けた積極的な職場マネジメ

ントの好事例を調査・研究。この調査結果を受け、好事例集を作成し、その具体的内容を広く周知する

ことで、経営者・管理職等による取組を促進することとしました。 

詳細 ⇒ http://wwwa.cao.go.jp/wlb/research.html 

 

★「イクメン企業アワード 2016」・「イクボスアワード 2016」を実施します！ 【厚生労働省】 

 厚生労働省では、育児を積極的に行う男性＝「イクメン」を応援し、男性の育児休業取得を促進する

イクメンプロジェクトの一環として、今年度も「イクメン企業アワード」と「イクボスアワード」を実

施します。 

「イクメン企業アワード」は、男性の育児と仕事の両立を積極的に促進し、業務改善を図る企業を表

彰するものです。一方、「イクボスアワード」は、部下の育児と仕事の両立を支援する管理職＝「イクボ

ス」を企業などからの推薦によって募集し、表彰するものです。 

厚生労働省では、表彰企業や表彰された方の取組内容をホームページや広報誌などで紹介し、ロール

モデルとして普及させていくことにより、企業における育児と仕事の両立支援の推進と、男性労働者の

育児休業の取得促進などに役立てていきます。  

  詳細 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124559.html 

 

◇３ 各種情報 

 

★広島県 ご当地イクボスの取組紹介 【イクメンプロジェクト】 

 広島県では、男性の育児参画を応援している企業経営者で構成する「イクボス同盟ひろしま（男女が

ともに働きやすい職場づくりを進める企業経営者の同盟）」を結成しました。 

  詳細 ⇒ http://ikumen-project.jp/area/area26.php 

 

http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/ouen/home/menshousework/lets_sankaku.html
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/research.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124559.html
http://ikumen-project.jp/area/area26.php
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★女性活躍推進宣言企業（厚生労働省「ポジティブアクションサイト」） 【愛媛企業】 

 株式会社ダイキアクシス（松山市） 

詳細 ⇒ http://www.positiveaction.jp/declaration/add/search_detail/?id=1845 

 

★滋賀県草津市と市内事業所が「産官学」イクボス共同宣言 【イクボスドットコム】 

 4月 26日、滋賀県草津市にてイクボス宣言が行われました。草津市長・副市長・教育長ら草津市幹部

の他主要管理職全員と、市内事業所の草津市商工会議所、オムロン草津事業所、滋賀銀行草津支店、日

本郵便草津支店、立命館大学 びわこ・くさつキャンパスによる、「産官学」共同のイクボス宣言となり

ました。産官学での共同宣言は、昨年 11月の千葉市に続いて全国で二番目となります。 

詳細 ⇒ http://ikuboss.com/ikuboss-kusatsu-city.html 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

 

★平成 28年度新居浜を明るくする運動大会の記念講演について 

社会の弱者を守るために「駆け込み寺」を開き、過去 3万人以上の問題を解決。その生きざまは、2011

年に「愛・命～新宿歌舞伎町駆け込み寺～」（渡辺 謙 企画・主演）としてテレビドラマ化されるなど、

非常に多くのメディアから注目されている、玄 秀盛（げん ひでもり）さんによる講演です。 

多くの方のご参加をお待ちしています。 

○日時：平成 28年 7月 2日（土）9:30～ 

○場所：新居浜市民文化センター中ホール 

○講師：玄 秀盛（げん ひでもり）さん（公益社団法人 日本駆け込み寺 代表理事） 

○演題：たったひとりのあなたを救う 

 

新居浜市では今後ともさまざまな施策を実施することにより意識の醸成を図り、男女共同参画社会 

の実現に向けた取組を推進してまいります。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 内閣府男女共同参画局     http://www.gender.go.jp/ 

 

仕事と生活の調和推進ホーム  http://wwwa.cao.go.jp/wlb/index.html 

  

 愛媛県男女参画・県民協働課  http://www.pref.ehime.jp/h15200/h15200.html 

   

 愛媛県男女共同参画センター  http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/ 

  

 ポジティブ・アクション情報ポータルサイト http://www.positiveaction.jp/ 

 

 イクメンプロジェクト     http://ikumen-project.jp/index.html 

 

 仕事と育児カムバック支援サイト http://www.comeback-shien.jp/ 

 

---niihama---niihama---niihama---niihama---niihama---niihama-------------------------------- 

 

http://www.positiveaction.jp/declaration/add/search_detail/?id=1845
http://ikuboss.com/ikuboss-kusatsu-city.html
http://www.gender.go.jp/
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h15200/h15200.html
http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/
http://www.positiveaction.jp/
http://ikumen-project.jp/index.html
http://www.comeback-shien.jp/
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 ～リアルタイムに情報発信中～新居浜市政や魅力を発信しています。 

 

  新居浜市ホームページ      http://www.city.niihama.lg.jp/ 

 

  新居浜市公式フェイスブック  https://www.facebook.com/niihamacity 

 

  新居浜市公式ツイッター      https://twitter.com/niihama_city 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◇◇ 発行 新居浜市市民部男女共同参画課 ◇◇ 

   〒７９２－８５８５ 新居浜市一宮町一丁目５番１号 

    ＴＥＬ ０８９７－６５－１２３３ 

    ＦＡＸ ０８９７－６５－１２５５ 

    e-mail  danjo@city.niihama.ehime.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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